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◆ 第79回 通常総代会の決議事項

■ 役 員 異 動　

第79回通常総代会において、次の事項が付議されそれぞれ原案のとおり承認可決されました。
★総代総数80名、出席総代数69名、委任状提出総代数８名、欠席３名

日　時　平成29年６月19日（月）　午後３時より
場　所　大川信用金庫本店 2階大会議室

【 報 告 事 項 】
   監事監査報告
第１号報告

【 決 議 事 項 】
第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案
第５号議案

第66期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）
業務報告、貸借対照表及び損益計算書内容報告の件

剰余金処分案の件
会員除名の件
若津支店統廃合に伴う定款一部変更の件
理事選任の件
監事選任の件

地域貢献ディスクロージャー

　当金庫は、福岡県大川市、久留米市城島町・三潴町、三潴郡大木町、佐賀県佐賀市諸富町を主な事業区域とし
て、地元の中小企業や住民の方々が会員となって、お互いに助け合い、お互いに発展していくことを共通理念とし
て運営されている協同組織の地域金融機関です。
　地元のお客様からお預りした大切な資金（預金・積金等）は、地元で資金を必要とするお客様に融資を行い、事
業や生活の繁栄のお手伝いをさせていただくとともに、地域社会の一員として地域の中小企業や住民の皆様との強
い絆とネットワークを形成し、地域経済の持続的発展に取り組んでおります。また、金融機能の提供にとどまら
ず、情報提供、生活環境整備といった面も積極的に行い、広く地域社会の活性化に取り組んでおります。

■当金庫の地域活性化への取り組みについて【平成29年３月31日】

余裕資金運用の状況［余裕資金の状況］

社債
20,030百万円　27.7％

国債・地方債9,535百万円
                            13.2％

外国証券8,045百万円　11.1％

株式・投信等4,740百万円　6.5％

預け金等
29,776百万円　41.2%

　地域の皆様からお預りした大切な預金積金は、で
きる限り地域の皆様のニーズにお応えすべく貸出に
より運用しておりますが、残りの資金は安全性を重
視し、有価証券や預け金等で堅実に運用を行ってお
ります。

●安全性に留意し運用しております。

常勤役職員　：141名
店舗数　　　：11店舗
業務純益　　：408百万円
経常利益　　：382百万円
当期利益　　：364百万円
自己資本比率：17.67%

地元のお客様
／会員様

おおかわ信用金庫

①預金・
積金

1,246億円

②出資金
235百万円

⑤文化的・
社会的貢献
活動

④地域への
支援サービス

③貸出金
619億円

　信用金庫は、会員１人１人の意見を最大の価値とする協同組織金融機関です。会員の皆様の中から適正な手続きによ
り選ばれた総代によって総代会が運営され、決算や取扱業務の決定、理事・監事の選任等の重要事項を決議する当金庫
の最高議決機関です。

該当ありません。
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地域貢献ディスクロージャー

●預金総額 
●地域シェア

124,600百万円
37.86％

　当金庫では、お客様の大切な財産の運用を安全・確実・気軽にご利用いただくため
に、目的や期間に応じて選択いただけるよう各種預金を取り揃えております。
　今後も新商品の開発や一層のサービス向上・充実に積極的に取り組んでまいります。

① 預　 金 　の 　状 　況
●新商品の開発や、サービスの一層の充実に努めております。

　協同組織金融機関である当金庫は、会員の皆様からの出資金によってささえられ
ております。また、日常の事業活動を通じて、会員の皆様とのコミュニケーション
を大切にしております。

② 出　資　金　の　状　況
●会員の皆様のご意見を反映しております。

　中小企業診断士協会との提携による経営改善支援や「地域活性化のための地域貢献事業」を活用して、幅広く地
域経済への積極的な支援を行っております。
　詳しくは、29頁をご参照ください。

④ 地域への支援サービス
●お取引先企業の経営支援や地域貢献事業への取り組みにより、地域経済の再生に努めております。

　当金庫は、地域社会の一員として地域活性化に寄与するため、地域の芸術・文化・スポーツ活動等に積極的に取
り組んでおります。
　詳しくは、37頁・39頁をご参照ください。

⑤ 文化的・社会的貢献活動
●地域社会の一員として、様々な貢献活動を支援しております。

●会 員 数           
●出 資 金

10,853人
235百万円

●融資総額　 
●地域シェア
●預貸率

61,931百万円
41.75％
49.70％

　地元のお客様からお預りした大切な預金・積金は、お客様の様々な資金ニーズに
お応えし、地域経済の活性化に役立てるため、円滑な資金供給を行うことで、お客
様や地域社会に還元しております。

③ 貸　出　金　の　状　況
●地元中小企業の健全な発展と豊かな暮らしを実現するご融資を心がけております。

［定期性・流動性の割合］［お預り先］

［貸出金科目別残高］ ［金額別先数構成］ ［業種別残高構成］

証書貸付48,710百万円
78.6％

100万円未満4,082先
52.9％

個人100,714百万円
80.8％

個人14,751百万円
23.8％

製造業10,312百万円
16.6％卸・小売業10,324百万円

16.6％

当座貸越2,464百万円
3.9％

金融機関175百万円　0.1％

1億円以上84先
1.0％

建設業4,849百万円　7.8％
サービス業・その他9,891百万円　15.9％

1,000万円未満2,519先
32.6％

定期性66,159百万円　53.0％

流動性58,440百万円　46.9％

手形貸付8,588百万円
13.8％

5,000万円未満888先　11.5％

不動産業7,050百万円
11.3％

市町村等4,754百万円
7.6％

1億円未満137先　1.7％

市町村等3,181百万円　2.5％

割引手形2,167百万円
3.4％

法人20,528百万円
16.4％

◆ 地域密着型金融推進計画の取り組みについて

１．顧客企業に対するコンサルティング機能の発揮

　当金庫は、地域密着型協同組織の金融機関として、
地域社会の発展に貢献することが、当金庫の使命と考
えています。
　地域経済の活性化やお取引先企業のための創業・新
事業支援や経営改善支援等の地域密着型金融に積極的
に取り組んでおり、継続的な推進を行ってまいります。

　当金庫は、資金供給者としての役割にとどまらず、長期的な取引関係を通じて蓄積された情報や外部専門家・
外部機関等とのネットワークを活用してコンサルティング機能を発揮することにより、顧客企業の事業拡大や経
営改善等に向けた自助努力を支援してまいります。

地域とともに歩む
　コミュニティーバンクであるために・・

○顧客企業に対するコンサルティング機能の発揮

○地域の面的再生への積極的な参画

○地域や利用者に対する積極的な情報発信

地域密着型金融推進計画の3つの柱

創業・新事業開拓を目指す企業への支援
　創業・新事業開拓に関して、適切なニーズの把握と積極的な取り組みを行うとともに『地域活性化のための地域
貢献事業』を活用して支援しております。
　平成28年度も引続き「ものづくり・商業・サービス革新補助金」に関する研究開発費や、医療・介護・農
業・エネルギーといった成長分野等、幅広い業種に対して支援いたしました。

ビジネスマッチングへの取り組み
　お取引先企業の販路拡大や受注確保等、新たなビジネスチャンスを掴んでいただくことを目的として、平成28年
９月「ちくごバイヤービジネスマッチング会（求評会）」平成28年10月「ひびしんビジネスフェア2016」平成29年１月
「久留米広域商談会」に取り組みました。平成29年度は「第４回しんきん合同商談会」を企画しており平成29年10月
25日マリンメッセ福岡にて開催予定です。その他、ビジネスマッチング等への出展チャンスがある場合は積極的に取
り組んでいく方針です。

ちくごバイヤービジネスマッチング会（求評会） 久留米広域商談会

ひびしんビジネスフェア2016
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経営改善支援への取り組み
　当金庫では、お取引先企業の経営
改善のお手伝いこそが、地域経済活
性化への最大の寄与と考え、平成
17年度より専門家・中小企業診断
士と顧問契約を締結し、当金庫「営
業店」と専担部署の「経営支援課」
および「専門家・中小企業診断士」
が三位一体となり、お取引先企業の
経営改善支援に取り組んでおりま
す。また、必要に応じて『地域活性
化のための地域貢献事業』との連携
や活用も行います。

支援体制
専門家・中小企業診断士
経営支援専門スタッフ
営業店スタッフ

●更なる職員のレベルアップ
●中小企業再生支援協議会の更なる活用
●政府系金融機関等との連携強化

ランクアップ・
実績の公表

④

中小企業診断士による
経営支援

②

個別経営支援③

経営支援先の選定
平成28年度 15社
平成27年度 18社

①

当金庫経営支援スキーム
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期初
債務者数

うち
経営改善支援
取り組み先数

αのうち期末
に債務者区分
がランクアップ
した先数
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期末に債務者
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再生計画を
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経営改善
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再生計画
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正常先
要
注
意
先

うちその他要注意先
うち要管理先
破綻懸念先
実質破綻先
破綻先

①
②
③
④
⑤
⑥

小計（②～⑥の計）
合計

【平成28年度債務者ランクアップ実績】
　経営支援先として15社を選定し、専門家と共に経営支援活動に取り組みました。平成28年度の支援先におけるラ
ンクアップ実績はありませんでしたが、今後も取引先事業所の積極的な支援取り組みを行い、更なる業績向上あるい
は業績悪化防止に努めていきたいと考えております。

（注）
・期初債務者数及び債務者区分は28年４月当初時点で整理しています。
・債務者数、経営改善支援取り組み先は、取引先企業（個人事業主を含む。）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先を含みません。
・βには、当期末の債務者区分が期初よりランクアップした先数を記載しています。なお、経営改善支援取り組み先で期中に完済した債務者はαに含めるもののβには含み
　ません。
・期初の債務者区分が「うち要管理先」であった先が期末に債務者区分が「うちその他要注意先」にランクアップした場合はβに含めます。
・期初に存在した債務者で期中に新たに「経営支援取り組み先」に選定した債務者については（仮に選定時の債務者区分が期初の債務者区分と異なっていたとしても）
　期初の債務者区分に従って整理しています。

Ａ α β γ δ α/Ａ β/A δ/α

連携・活用地域活性化のための
地域貢献事業

「地域活性化のための地域貢献事業」
中小企業経営者の皆様のために・・・

●取り組み内容
■窓口相談・専門家派遣事業

■経営革新等支援機関等業務

「地域活性化のための地域貢献事業」とは

　大川信用金庫では、地域密着型金融の一層の
推進を図るために、地域の事業者の皆様に対す
る経営相談、経営改善等の支援を行う「地域活
性化のための地域貢献事業」を平成22年度よ
り実施しています。
　また、専門家による金庫職員向けの研修を行
い、職員のスキルアップにも取り組んでいます。

　厳しい経済環境の中で頑張っている地域の中小事業者の皆様の「悩み」や「課題」等を解決するため、中小企
業診断士等の専門家活用による支援を行い、企業の足腰を強めることにより活力を高め、地域経済の活性化に寄
与することを目的としています。尚、相談等による費用負担は発生しません。また、支援する地域の中小事業者
が大川信用金庫とのお取引きが有るか否かは問いません。

　地域の中小事業者の「悩み」や「課題」等の解決のための支援。
　当金庫営業店・連携機関（※）を相談窓口とし、当金庫経営支援課のコーディネートのもとで、当金庫と外部
専門家が課題等の解決の支援を行います。
　※連携機関とは、大川商工会議所、大木町商工会、久留米南部商工会、佐賀市南商工会です。

■情報提供事業
　地域の中小事業者に有用と考えられる情報の発信。
　当金庫単独又は中小企業支援機関等との共催によるセミナーの開催等を行
います。

■その他

●中小企業支援プラットフォーム構成機関としての活動
　『大川信用金庫企業支援プラットフォーム』は、中小企業・小規模事業者
を地域で支えるネットワークであり、大川商工会議所と大木町、久留米南
部、佐賀市南の各商工会と連携しながら、中小事業者が抱える様々な経営課
題に対して「専門家派遣」等により課題解決を図っています。

●おおかわ創業サポート会議への参画
　平成27年6月に大川市が経済産業省より創業支援事業計画の認定を受けま
した。その認定を受け大川市が、大川市・大川商工会議所・日本政策金融公
庫・当金庫の4機関で「おおかわ創業サポート会議」を立ち上げ創業者の発掘
及び創業に向けての支援に取り組んでおります。

　平成24年8月30日の「中小企業経営力強化支援法」施行を受け、中小企業
に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度。
　当金庫は、平成24年11月に登録され、ものづくり補助金などの中小企業支
援施策の活用支援に取り組んでおります。

●５Sサークル
　本サークルは、５S（整理・整頓・清掃・清潔・躾）を通じて得た知識と体験
を「業務改善」につなげ、自社発展の源として地域の繁栄に寄与することを
目的とした研修サークルです。
　この研修により、「生産性の向上」「品質の向上」「ムリ・ムダの削減」「従
業員の意識改革」等、様々な効果が得られています。

専門家による金庫職員向け
創業支援研修

専門家による金庫職員向け
経営支援スキルアップ研修

５Ｓ　従業員向け研修

専門家による支援

専門家による現場指導
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経営改善支援への取り組み
　当金庫では、お取引先企業の経営
改善のお手伝いこそが、地域経済活
性化への最大の寄与と考え、平成
17年度より専門家・中小企業診断
士と顧問契約を締結し、当金庫「営
業店」と専担部署の「経営支援課」
および「専門家・中小企業診断士」
が三位一体となり、お取引先企業の
経営改善支援に取り組んでおりま
す。また、必要に応じて『地域活性
化のための地域貢献事業』との連携
や活用も行います。

支援体制
専門家・中小企業診断士
経営支援専門スタッフ
営業店スタッフ

●更なる職員のレベルアップ
●中小企業再生支援協議会の更なる活用
●政府系金融機関等との連携強化

ランクアップ・
実績の公表

④

中小企業診断士による
経営支援

②

個別経営支援③

経営支援先の選定
平成28年度 15社
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①
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【平成28年度債務者ランクアップ実績】
　経営支援先として15社を選定し、専門家と共に経営支援活動に取り組みました。平成28年度の支援先におけるラ
ンクアップ実績はありませんでしたが、今後も取引先事業所の積極的な支援取り組みを行い、更なる業績向上あるい
は業績悪化防止に努めていきたいと考えております。

（注）
・期初債務者数及び債務者区分は28年４月当初時点で整理しています。
・債務者数、経営改善支援取り組み先は、取引先企業（個人事業主を含む。）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先を含みません。
・βには、当期末の債務者区分が期初よりランクアップした先数を記載しています。なお、経営改善支援取り組み先で期中に完済した債務者はαに含めるもののβには含み
　ません。
・期初の債務者区分が「うち要管理先」であった先が期末に債務者区分が「うちその他要注意先」にランクアップした場合はβに含めます。
・期初に存在した債務者で期中に新たに「経営支援取り組み先」に選定した債務者については（仮に選定時の債務者区分が期初の債務者区分と異なっていたとしても）
　期初の債務者区分に従って整理しています。
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●取り組み内容
■窓口相談・専門家派遣事業

■経営革新等支援機関等業務

「地域活性化のための地域貢献事業」とは

　大川信用金庫では、地域密着型金融の一層の
推進を図るために、地域の事業者の皆様に対す
る経営相談、経営改善等の支援を行う「地域活
性化のための地域貢献事業」を平成22年度よ
り実施しています。
　また、専門家による金庫職員向けの研修を行
い、職員のスキルアップにも取り組んでいます。

　厳しい経済環境の中で頑張っている地域の中小事業者の皆様の「悩み」や「課題」等を解決するため、中小企
業診断士等の専門家活用による支援を行い、企業の足腰を強めることにより活力を高め、地域経済の活性化に寄
与することを目的としています。尚、相談等による費用負担は発生しません。また、支援する地域の中小事業者
が大川信用金庫とのお取引きが有るか否かは問いません。

　地域の中小事業者の「悩み」や「課題」等の解決のための支援。
　当金庫営業店・連携機関（※）を相談窓口とし、当金庫経営支援課のコーディネートのもとで、当金庫と外部
専門家が課題等の解決の支援を行います。
　※連携機関とは、大川商工会議所、大木町商工会、久留米南部商工会、佐賀市南商工会です。

■情報提供事業
　地域の中小事業者に有用と考えられる情報の発信。
　当金庫単独又は中小企業支援機関等との共催によるセミナーの開催等を行
います。

■その他

●中小企業支援プラットフォーム構成機関としての活動
　『大川信用金庫企業支援プラットフォーム』は、中小企業・小規模事業者
を地域で支えるネットワークであり、大川商工会議所と大木町、久留米南
部、佐賀市南の各商工会と連携しながら、中小事業者が抱える様々な経営課
題に対して「専門家派遣」等により課題解決を図っています。

●おおかわ創業サポート会議への参画
　平成27年6月に大川市が経済産業省より創業支援事業計画の認定を受けま
した。その認定を受け大川市が、大川市・大川商工会議所・日本政策金融公
庫・当金庫の4機関で「おおかわ創業サポート会議」を立ち上げ創業者の発掘
及び創業に向けての支援に取り組んでおります。

　平成24年8月30日の「中小企業経営力強化支援法」施行を受け、中小企業
に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度。
　当金庫は、平成24年11月に登録され、ものづくり補助金などの中小企業支
援施策の活用支援に取り組んでおります。

●５Sサークル
　本サークルは、５S（整理・整頓・清掃・清潔・躾）を通じて得た知識と体験
を「業務改善」につなげ、自社発展の源として地域の繁栄に寄与することを
目的とした研修サークルです。
　この研修により、「生産性の向上」「品質の向上」「ムリ・ムダの削減」「従
業員の意識改革」等、様々な効果が得られています。
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　当金庫では、「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨や内容を十分に踏まえ、お客さまからお借入れや保
証債務整理の相談を受けた際に真摯に対応するための態勢を整備しています。また、経営者保証の必要性につい
ては、お客さまとの丁寧な対話により、法人と経営者の関係性や財務状況等を把握し、同ガイドラインの記載内
容を踏まえて十分に検討するなど、適切な対応に努めています。

■「経営者保証に関するガイドライン」への取り組み

　当金庫では、大川市の基幹産業である家具産業の活性化に向けた取り組みを推進しております。平成28年8月
に大川家具産業が抱える課題解決には官民一体となった面的支援による産業の強化が不可欠であるとの認識の
下、大川市と地方創生に関する連携協定を締結し、現在「大川市との連携による『売れる家具』づくりのための
取り組み」を実施しているところであります。
　この取り組みについては、「内閣官房まち・ひと・しごと創生本部」から「地方創生に資する金融機関等の特
徴的取組事例」（全国で34事例）として認定され、平成29年1月に福岡財務支局にて表彰状が授与されました。
　当金庫では全国の信用金庫のネットワークを活用するとともに、家具産業界や自治体などとの連携により地域
の総合力を発揮させ、今後も大川家具産業の活性化に取り組んでいきたいと考えております。

■大川市との連携による『売れる家具』づくりのための取り組み

新規に無保証で融資した件数
新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合
保証契約を解除した件数（＊1）
経営者保証に関するガイドラインに基づく保証債務整理の成立件数（＊2）
（当金庫をメイン金融機関として実施したものに限る）
（＊1）「保証契約の解除」については、解除要件を充足する保証解除のお申し出はありませんでした。
（＊2）「保証債務整理」については、当金庫をメイン金融機関として成立に至った経営者保証に関するガイドラインに基づくお申し出はありませんでした。

平成28年度
480件
7.6%
0件

0件

１．取り組みを始めるに至った経緯、動機等

２．具体的な取り組み内容

・基幹産業の「家具・木材・木製品製造業」については、事業所数及び従業者数とも依然として減少傾向（ピーク時の1/4）となっている。
・大川家具産業においては、これまで大量生産型の産地として取り組んできたため、市場での評価が低く、安価品のイメージが定着して
しまっており、各事業者に経営規模の差もあることから、課題認識や対応の方向性に係る共有化は容易ではない状況にある。
・当該課題解決には、個社毎の支援だけではなく、官民一体となった面的支援による産業の強化が不可欠である。このため、平成28年
８月に大川市と連携協定を締結し、「売れる家具」づくりの態勢整備に向け、①エビデンスベースの共通認識の形成、②販売戦略の立
案、③大川ブランドの確立を柱とした官民協働の取り組みを開始した。

３．実施にあたり工夫した点（関与のポイント・推進体制面・ＰＤＣＡサイクル面等）
①アンケートの回収率を向上させるため、全国の信用金庫へ協力を依頼するなど、信用金庫業界のつながりを駆使。また、小売店の意見
だけではなくメーカーの考えを把握することも必要であるため、川上から川下まで地元家具関連業者への意識調査を実施。
②広域連携も視野に入れて対応。単に販売に挑戦するのではなく、事前に商品の課題・売り方等について、専門家（マーケティング・ブラ
ッシュアップできる人材・大手バイヤー等）との協議・出店先商店街との協議を実施し、事後には振り返りも行う、PDCAを回す仕組み
の構築を検討。
③大川市内関係機関によるブランドロゴを旗印として、品質面等を含めた大川ブランドの確立を検討。

４．取り組みの成果（取り組み中の場合は目標値・ＫＰＩ等）

５．スキーム図等

①本調査結果をもとに当金庫及び大川市の地域産業振興策を策定することで、蓋然性の高い取り組みが可能。
②各地域の信用金庫を通じて、事業者・商工会議所・地方公共団体のニーズ等を確認することにより、大川市との政策立案の議論に深み。
③家具関連産業の品質基準について、情報を収集する予定。

当金庫において、全国の家具小売店に対する売れ筋商品や大川家具のイメージ調査を実施し、大川家具業界に提言（平成28年８月
～11月）。併せて、大川市が実施する地元家具業者に対する経営者の意識調査に基づき、作り手・売り手間の家具製造に対するミスマ
ッチを検証。

①エビデンスベースの共通認識の形成

事業者においては、魅力ある資源・商品・サービスを有しているが、市場ニーズを捉える機会が不足。このため、大都市圏の商店街等で
テストマーケティングを行い、販路（商流）開拓、商品（サービス）の付加価値向上等に繋げる販売戦略を立案することを検討。具体的
には、当金庫、大川市、九州経済産業局及び九州管内の５金庫と議論（平成28年11月～12月）。

②販売戦略の立案

地域ブランドを確立する組織・人材の育成等を図るとともに、品質面等で基準を設けることについて検討予定。
③大川ブランドの確立

大川市との連携協定式 「特徴的な取組事例」認定表彰式 表彰状

①関係者間の現状認識の共有

■大川家具のイメージ調査

＜大川市との連携による売れる家具づくりのための取り組み＞

⇒大川家具業界に提言
　（平成28年８月～11月）

■経営者の意識調査
⇒作り手・売り手間の家具
　製造に対するミスマッチ
　を検証。

②販売戦略の立案

「売れる仕組み」づくりGO
AL

■大都市圏の商店街等で
　テストマーケティング
　の実施を検討
⇒当金庫、大川市、九州経
　済産業局及び九州管内
　の５金庫と議論
　（平成28年11月～12月）

③大川ブランドの確立

■地域ブランドを確立する
　組織・人材の育成

■品質面等の基準の検討
⇒大川市と連携のうえ家具
　関連産業に係る品質基準
　の情報を収集予定

大川家具関連業者 大川信用金庫 大川市

インテリア振興センター

家具工業会・商工会議所

　関係者がエビデンスベースの共通認識を形成したうえで、「事業者の所得の向上」を図ることを
ゴールとし、市場の意見を反映した高品質の大川家具のブランド化を図り、官民が協働した自立
性の高い取り組みを広げる。
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■「地域活性化のための地域貢献事業」の実績報告 ■「地域活性化のための地域貢献事業」の体制

２．地域の面的再生への積極的な参画

地域再生・活性化に携わる市民等との連携
　公益信託おおかわしんきん地域振興基金を通じて、
地域産業の振興、社会福祉の向上等に寄与する団体へ
の助成を行っております。

　当金庫は、金庫として貢献可能な分野や役割を検討し、地域活性化に関するプロジェクト等に対して情報・
ノウハウ・人材を提供する等、関係機関と連携しながら地域の面的再生に向けて積極的な役割を果たしてまい
ります。

※申込方法等、詳しくは、37頁を参照ください。

10団体へ　290万円を助成

中
小
企
業・小
規
模
事
業
者
の
た
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の

国
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県
等
の
支
援
施
策
活
用
事
業

おおかわ信用金庫 地域活性化のための地域貢献事業事務局
（営業推進部経営支援課　TEL0944-86-6923）

平成26年度以降の取り組み状況
　国や県の施策活用と当金庫独自の
施策活用により、事業者それぞれの
課題や問題に対応した専門家派遣
等を実施し、地域中小事業者の発展
に貢献しております。

相 談 受 付
専 門 家 派 遣
国や県等の支援施策活用事業
経営革新等支援機関業務
（ 補 助 金 活 用 等 ）
取 組 件 数
５Ｓサークル（実施回数）

　平成26年度 　平成27年度
（122事業所）
（45事業所）
（18事業所）

（63事業所）

153件
238件
28件

116件

535件
12回

　平成28年度
（106事業所）
（58事業所）
（10事業所）

（75事業所）

140件
224件
21件

123件

508件
11回

（123事業所）
（49事業所）
（20事業所）

（93事業所）

155件
208件
37件

111件

511件
12回

●平成28年度の助成実績

354団体へ1億284万円を助成
●これまでに助成した累計実績

●主な取り組み事例

　福岡県南地域の商工会議所等の支援機関（７機関）と金融機関（４機
関）とが連携し、ビジネスマッチングのイベントを実施しています。15社
程度の地元流通業者及び全国に市場を持つ流通事業者のバイヤーが
参加し、そこに「食料品」や「インテリア雑貨・小物」などの商品を取り扱
う事業者が参加し、個別の商品をバイヤーに提案するイベント（求評
会）です。提案の結果、各種改善に向けたさまざまなアドバイスが聞ける
他、後日商談・成約に至ったケースも多数出ており、「これまでお付き合
いのない業態のお店から高い評価を受けて自信になった」、「大都市圏
に新たな販路が見つかった」など喜びの言葉を頂いています。

支援機関との連携

　近年、政府が『働き方改革』を重点課題と位置づけ、法改正が行われるなど労働環境
を巡っては大きな変化を見せている。そういった中で、お取引先企業から、現在の法律
及び就業環境に合った『就業規則』整備について支援を求められました。当金庫では、
『地域活性化のための地域貢献事業』及び『福岡県最低賃金支援センター』の支援制
度を絡め外部専門家を派遣し就業規則の整備を支援致しました。就業規則が整備さ
れたことにより、「経営者と社員が価値観や目標を共有でき社内の活性化に繋がると同
時に、職場の秩序維持における一助となっている」との声を頂きました。また、副次的な
効果として「職場のルールが明確になり従業員が安心して働くことができ職場の雰囲
気が良くなった」ことや、「会社が求めている社員像が明確になり、従業員の意欲が向上
している」との声を頂きました。

就業規則策定支援

　当金庫では、お取引先企業の皆さまの「悩み」や「課題」解決のための取り組みと
して独自に専門家派遣を行う「地域活性化のための地域貢献事業」を実施してお
り、多くの課題解決のお手伝いを行っています。同様に、課題解決のツールとして国
や県の中小企業支援施策や外部支援機関の活用も積極的に行っています。
　また、当金庫は中小企業経営力強化支援法に基づく認定支援機関として「創業
助成金」や「ものづくり補助金」などの助言対応や、中小企業・小規模事業者ビジネ
ス創造等支援事業における「地域プラットフォームの構成」や「専門家派遣」等の支
援業務にも積極的に取組んでいます。

外部支援機関等の活用

（平成28年度助成した「第30回記念筑後川フェスティバルin大川」）
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や県の中小企業支援施策や外部支援機関の活用も積極的に行っています。
　また、当金庫は中小企業経営力強化支援法に基づく認定支援機関として「創業
助成金」や「ものづくり補助金」などの助言対応や、中小企業・小規模事業者ビジネ
ス創造等支援事業における「地域プラットフォームの構成」や「専門家派遣」等の支
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外部支援機関等の活用

（平成28年度助成した「第30回記念筑後川フェスティバルin大川」）
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　当金庫の総合的満足度については、「満足」と「やや満足」を合わせると 97.5％と非常に高い評価をいただ
きました。お客様第一主義を基本理念とした当金庫の取り組みについて様々な面から評価していただいたものと
考えております。
　当金庫は地域に密着した金融機関として当金庫が築いてきた情報・企画力を基に、
真にお客様の立場に立った「お客様本位」のサービスを提供し、地域になくてはなら
ない金融機関として、より高いお客様満足度の実現を目指しております。
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地域貢献ディスクロージャー

地域の面的再生への長期的取り組み
　地域の面的再生を長期的に展望し、青少年の健全な育成を目的としたスポーツ大会の開催や文化的活動を支
援するため、積極的かつ継続的に取り組んでおります。

３．地域や利用者に対する積極的な情報発信
地域の情報センターとしての役割発揮

中小企業者等金融円滑化への取り組み
　地域の中小企業および個人のお客様への安定した資金供給は、事業地区が限定された協同組織金融機関であ
る当金庫にとっては最も重要な社会的使命であり、私どもは、お客様からの資金需要や貸付条件の変更等のお
申込みがあった場合には、これまでと同様、お客様の抱えている問題を十分に把握したうえで、その解決に向
けて真摯に取り組みます。●スポーツ大会等の開催

●文化的活動を支援するための展示会等の開催
●フレッシュマンセミナーの開催
●ボランティア活動等の地域貢献活動の実施
●インターンシップの受入による実践的な職場体験の機会提供

当金庫では、すべての店舗に相談窓口を設置し、返済条件の
見直しや資金繰りのご相談を承っております。
お気軽に取引店へご相談ください。

毎春、地元企業に入社された新入社員を
中心に、ビジネスマナー研修を実施。

※その他の取り組み等については、37頁・39頁を参照ください。

相談業務のご案内
　当金庫では、お客様の様々な疑問やご相談にお応えできるよう各相談窓口の設置や無料相談会を実施し、皆
様の良きパートナーでありたいと考えております。

＊相談会日程につきましては、変更となる場合がありますので、
　当金庫の窓口・ホームページ等でご確認ください。
http://www.shinkin.co.jp/ookawa/

◇貸付条件変更等の実施状況（債権ベース）　平成21年12月４日～平成29年３月31日までの累計

条件変更のお申込み
●中小企業のお客様からのお申込みの状況

実行
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
2,684 34,263 2,580 32,799 7 189 18 276 79 996

単位：件、百万円

謝絶 審査中 取下げ

条件変更のお申込み
●住宅資金をお借入れのお客様からのお申込みの状況

実行
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
89 680 80 593 0 0 0 0 9 86

単位：件、百万円

謝絶 審査中 取下げ

お客様満足度アンケートの実施と結果
積極的な情報発信と提供情報の充実

　平成28年12月から平成29年1月にかけて利用者満足度向上のためのアンケートを実施し、1,705名の皆様
からご回答をいただきました。この貴重なご意見をもとに、お客様にご満足いただけるよう、より一層の改
善を続けてまいります。
◇調査期間 平成28年12月15日～平成29年1月13日
◇実施店舗 全11店舗
◇調査方法 営業店窓口および渉外係による訪問回収
◇有効回答数 1,705枚
◇調査項目 15項目

［平成29年4月11日開催セミナー（取引企業21社56名参加）］

●当金庫の総合的満足度はいかがですか？

　70.0％
　27.5％
1.7％
　0.2％
0.6％

平成28年度ご 回 答
満　　足
やや満足
やや不満
不　　満
未 記 入

アンケート結果の詳細については、当金庫ホームページをご覧下さい。http://www.shinkin.co.jp/ookawa/　

開催場所 本店営業部（1階） 営業店巡回 ミヅマ支店
酒見支店

ご 予 約 予約が必要です 必要ありません 必要ありません

開催日時 毎月第3水曜日
9：00～15：00

毎月第2火曜日
13：00～15：00

毎月第2日曜日
9：00～15：00
ミヅマ支店：奇数月
（1、3、5、7、9、11月）
酒見支店：偶数月

（2、4、6、8、10、12月）

お問合せ先 営業推進部
TEL:0944-86-6923

営業推進部
TEL:0944-86-6923

ミヅマ支店
TEL:0942-65-1001

酒見支店
TEL:0944-86-5900

法律相談会 年金相談会 日曜相談会

相続、ご近所トラブル等、
身のまわりの法律やお金
に関すること等、弁護士
がお応えします。

大切な年金に関すること
なら何でも、専門の社会
保険労務士がお応えし
ます。

ご融資、資産運用、年金、
創業に関すること等のご
相談に専門の担当者が
お応えします。

無料
ご相談は

です。
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　当金庫の総合的満足度については、「満足」と「やや満足」を合わせると 97.5％と非常に高い評価をいただ
きました。お客様第一主義を基本理念とした当金庫の取り組みについて様々な面から評価していただいたものと
考えております。
　当金庫は地域に密着した金融機関として当金庫が築いてきた情報・企画力を基に、
真にお客様の立場に立った「お客様本位」のサービスを提供し、地域になくてはなら
ない金融機関として、より高いお客様満足度の実現を目指しております。

3534

地域貢献ディスクロージャー

地域の面的再生への長期的取り組み
　地域の面的再生を長期的に展望し、青少年の健全な育成を目的としたスポーツ大会の開催や文化的活動を支
援するため、積極的かつ継続的に取り組んでおります。

３．地域や利用者に対する積極的な情報発信
地域の情報センターとしての役割発揮

中小企業者等金融円滑化への取り組み
　地域の中小企業および個人のお客様への安定した資金供給は、事業地区が限定された協同組織金融機関であ
る当金庫にとっては最も重要な社会的使命であり、私どもは、お客様からの資金需要や貸付条件の変更等のお
申込みがあった場合には、これまでと同様、お客様の抱えている問題を十分に把握したうえで、その解決に向
けて真摯に取り組みます。●スポーツ大会等の開催

●文化的活動を支援するための展示会等の開催
●フレッシュマンセミナーの開催
●ボランティア活動等の地域貢献活動の実施
●インターンシップの受入による実践的な職場体験の機会提供

当金庫では、すべての店舗に相談窓口を設置し、返済条件の
見直しや資金繰りのご相談を承っております。
お気軽に取引店へご相談ください。

毎春、地元企業に入社された新入社員を
中心に、ビジネスマナー研修を実施。

※その他の取り組み等については、37頁・39頁を参照ください。

相談業務のご案内
　当金庫では、お客様の様々な疑問やご相談にお応えできるよう各相談窓口の設置や無料相談会を実施し、皆
様の良きパートナーでありたいと考えております。

＊相談会日程につきましては、変更となる場合がありますので、
　当金庫の窓口・ホームページ等でご確認ください。
http://www.shinkin.co.jp/ookawa/

◇貸付条件変更等の実施状況（債権ベース）　平成21年12月４日～平成29年３月31日までの累計

条件変更のお申込み
●中小企業のお客様からのお申込みの状況

実行
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
2,684 34,263 2,580 32,799 7 189 18 276 79 996

単位：件、百万円

謝絶 審査中 取下げ

条件変更のお申込み
●住宅資金をお借入れのお客様からのお申込みの状況

実行
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
89 680 80 593 0 0 0 0 9 86

単位：件、百万円

謝絶 審査中 取下げ

お客様満足度アンケートの実施と結果
積極的な情報発信と提供情報の充実

　平成28年12月から平成29年1月にかけて利用者満足度向上のためのアンケートを実施し、1,705名の皆様
からご回答をいただきました。この貴重なご意見をもとに、お客様にご満足いただけるよう、より一層の改
善を続けてまいります。
◇調査期間 平成28年12月15日～平成29年1月13日
◇実施店舗 全11店舗
◇調査方法 営業店窓口および渉外係による訪問回収
◇有効回答数 1,705枚
◇調査項目 15項目

［平成29年4月11日開催セミナー（取引企業21社56名参加）］

●当金庫の総合的満足度はいかがですか？

　70.0％
　27.5％
1.7％
　0.2％
0.6％

平成28年度ご 回 答
満　　足
やや満足
やや不満
不　　満
未 記 入

アンケート結果の詳細については、当金庫ホームページをご覧下さい。http://www.shinkin.co.jp/ookawa/　

開催場所 本店営業部（1階） 営業店巡回 ミヅマ支店
酒見支店

ご 予 約 予約が必要です 必要ありません 必要ありません

開催日時 毎月第3水曜日
9：00～15：00

毎月第2火曜日
13：00～15：00

毎月第2日曜日
9：00～15：00
ミヅマ支店：奇数月
（1、3、5、7、9、11月）
酒見支店：偶数月

（2、4、6、8、10、12月）

お問合せ先 営業推進部
TEL:0944-86-6923

営業推進部
TEL:0944-86-6923

ミヅマ支店
TEL:0942-65-1001

酒見支店
TEL:0944-86-5900

法律相談会 年金相談会 日曜相談会

相続、ご近所トラブル等、
身のまわりの法律やお金
に関すること等、弁護士
がお応えします。

大切な年金に関すること
なら何でも、専門の社会
保険労務士がお応えし
ます。

ご融資、資産運用、年金、
創業に関すること等のご
相談に専門の担当者が
お応えします。

無料
ご相談は

です。



Ohkawa Shinkin Bank

2017 この街と生きていく…36 37

地域貢献ディスクロージャー

「お客様の声」からの実現

＊店舗・イメージ・その他に対するご要望
・年金バラエティーショーを楽しみにしています。
　⇒年金感謝デー「バラエティーショー２０１６」を開催いたしました。
・年金バラエティーショーに行けない人にも何かサービスを。
　⇒年金バラエティーショーのご観覧を希望されなかったお客様と、ご観覧を希望されていらっしゃいましたが落
　　選されたお客様に周年行事サービスとして粗品を進呈させて頂きました。
・ロビーでの催し物を楽しみにしています。これからも開催して下さい。
　⇒各営業店ロビーにて地域や季節にかかわる展示やイベントを開催いたしました。（皐月展など）
・グラウンド・ゴルフ大会を楽しみにしています。
　⇒金庫では個人様を対象とした地域貢献活動といたしまして「少年野球大会」「少年サッカー大会」「グラウン
　　ド・ゴルフ大会」などの各種スポーツ大会の開催、ならびに、「大川木工まつり」をはじめとした地域の催
　　事、および、地域の清掃活動等々に参画し地域の一員として活動しています。

＊お客様の利便性に関する要望
地域情報掲示板を当金庫ホームページに掲載し、お客様へ地域情報を発信しています。

＊商品・金利に対する要望
・教育・カーライフプランの特別金利キャンペーン（最優遇1.95％（保証料込み））を実施しました。
・熊本の復興を応援する目的で、熊本の特産品を抽選でプレゼントする定期預金「エール」を取扱っております。
・金利２倍と選べる粗品の定期積金「夢の懸け橋」を取扱っております。

■年金バラエティーショー ■熊本復興応援定期預金
　「エール」

■特別金利定期積金
　「夢の懸け橋」

■教育・カーライフプラン

CSRディスクロージャー（文化的・社会的貢献について）

　当金庫は、地元の中小企業者や住民の皆様に会員となっていただき、お互いに助け合い、お互いに発展していく
ことを共通の理念として運営されている相互扶助型の金融機関です。地元のお客様からお預りした大切な資金（預
金・積金）は、地元で資金を必要とされている事業所・個人のお客様へのご融資を行い、地域経済の発展や豊かな
暮らしの実現に向けたお手伝いをすることはもちろん、地域社会の一員として地域社会の活性化と発展に向けて、
文化支援活動を含め、広く地域社会の活性化に向けた活動を積極的に推進しています。

●地域活性化に向けた取り組み

●ボランティア活動を通じて地域社会へ貢献

　当金庫は、公益信託おおかわしんきん地域振興基金を平成５年に設立し、地域産業の振興、社会福祉の向上等、
地域活性化のために現在まで、延べ354団体、１億284万円を助成し社会貢献を行なっています。平成28年度は
10団体に対し、290万円の助成を行いました。

地域活性化に向けた取り組みを行う団体への助成活動

「公益信託おおかわしんきん地域振興基金」について
　地域産業の振興、社会福祉の向上、環境保全等を目的とした活動を行う団体や個人に対し、事業助成を
行っております。なお、申込受付は、年1回（５月）としております。
助成の対象
１．街並み及び景観の形成、公共施設の充実整備
２．街づくりのための調査研究及び情報提供
３．家具を中心とした産業技術、デザイン開発等
４．産業、文化、教育、スポーツ等の振興
５．その他信託契約の目的を達成するために必要な事業

申込受付
５月末まで ７月末までに書面にて通知６月

採否通知運営委員会選考
※助成に対しましては、運営委員会での審議がございますので、選考の結果、助成が見送られる場合もあります。

認知症サポーターや普通救命Ⅰの資格取得大川市との地方創生に係る連携協定 地域の皆様を対象とした貿易セミナー

［お問合せ］大川信用金庫　総務部　　TEL0944-86-6930

　道路や公園などの清掃を全役職員にて行いました。
●被災地復興支援
　役職員が参加して、熊本県の震災被災
地にて瓦礫撤去などの活動を行いました。

　この節目に、更にお客様に満足して
いただける金融機関を目指して「しん
きんおもてなし宣言」を実施しており
ます。おもてなしの気持ちを大切に、
お客様にご満足いただける接客に努め
てまいります。

＊大川信用金庫は創立６５周年を迎えた昨年より「おもてなし宣言」を実施しています。
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認知症サポーターや普通救命Ⅰの資格取得大川市との地方創生に係る連携協定 地域の皆様を対象とした貿易セミナー

［お問合せ］大川信用金庫　総務部　　TEL0944-86-6930

　道路や公園などの清掃を全役職員にて行いました。
●被災地復興支援
　役職員が参加して、熊本県の震災被災
地にて瓦礫撤去などの活動を行いました。

　この節目に、更にお客様に満足して
いただける金融機関を目指して「しん
きんおもてなし宣言」を実施しており
ます。おもてなしの気持ちを大切に、
お客様にご満足いただける接客に努め
てまいります。

＊大川信用金庫は創立６５周年を迎えた昨年より「おもてなし宣言」を実施しています。
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地域貢献ディスクロージャー

会員数　51名
幹事会　16名
企業数　50社
平成29年６月30日現在

●Free style委員会
●元気炸裂委員会
●未来発見委員会

　当金庫では、「地元と共に」をモットーに、地域社会の一員として地域のお客さまとのネットワークづくりや親
睦の場の提供を行っています。若手経営者向けの会「しんきんニューリーダーズ・クラブ」や年金バラエティーシ
ョー等、様々なお客さまの交流の場としてサークル活動を行っています。

　平成３年11月に設立された若手経営者の会「しんきんニューリー
ダーズ・クラブ」では、各種勉強会、講演会、交流会、視察等を通して
得た知識、情報を自企業発展の源として地域の繁栄に寄与することを
目的として、また若手経営者間の情報交換の場として積極的な活動
を行っています。当クラブは３つの委員会から構成されており、当金庫
は事務局およびオブザーバーとして側面よりサポートしています。

●地域のネットワークづくりに向けた取り組み

しんきんニューリーダーズ・クラブ

　平成28年12月17日・18日の2日間、水前寺清子・佐賀にわか はっぴぃ♡かむかむ・和楽団ジャパンマーベラスさんを招
いて「年金感謝デー！歌とお笑いで綴る『バラエティーショー2016』」を開催し、抽選により6,600名様をご招待しました。
更に出演者のご好意により高齢者向けグループホームへの慰問が実現しました。

年金バラエティーショー

10月公開例会
（世界に勝てる日本のものづくりと非常識な本質）

8月例会　講演会『知的資産経営を知る』
～自社を見つめなおしてお宝再発見～

10月視察研修（屋久島）

7月例会　HAWKSベースボールパーク筑後6月視察研修（東大阪）

バラエティーショー2016 慰　問バラエティーショー2016 バラエティーショー2016

　当金庫では、地域社会の一員として定期的な地域行事への参加をはじめ、ボランティア団体「地域に参画する
会」を結成し、「スポーツ振興活動」、「地域社会への参画活動」を通して、理事長をはじめ全役職員が様々なジ
ャンルで地域貢献活動に役立ちたいと活動しています。

青少年の健全な育成とスポーツ振興を目的としてスポーツ大会を毎年実施しています。

●地域社会の一員としての取り組み

スポーツ振興活動

　地域社会の一員として、役職員一同地域行事への積極的な参加を心掛けています。
　大川一番の祭り「大川木工まつり」では、当金庫職員も「さわやかかぐや姫」に選出され、大川市の観光
イベントなどのＰＲ活動に従事しております。また、当金庫イメージキャラクターのアンパンマンを呼ん
で、子ども達から大人まで写真撮影、握手会で大賑わいでした。

　「おおき堀んぴっく」と「ふるさとみづま祭」では露店を出店しました。「城島まつり」では山車の引き手
としても参加しました。「城島酒蔵びらき」ではボランティアとして参加しました。

地域社会への参画

平成28年７月９日（土）、10日（日）
会場／筑後川総合運動公園野球場

第16回おおかわ信用金庫旗少年野球大会

平成28年10月29日（土）　会場／大川中央公園
第19回グラウンド・ゴルフ大会

平成28年９月３日（土）
会場／筑後川総合運動公園サッカー場

第23回おおかわ信用金庫少年サッカー大会

1月定時総会　
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